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プロパガンダ・ポスターとイラストレーション
―グラフィックデザインにおけるプロパガンダの手法と効果―
土

田

泰

子

Abstract
During WWI, the US government organized the Committee on Public Information in order
to promote a positive image of America’s involvement in the war to the common citizen.
The committee possessed several divisions, such as the division of news or the speaking
division.

The Division of Pictorial Publicity produced 700 kinds of posters and other

graphic advertisement to promote the government’s policy and to inspire American patriotism.
That was the first national propaganda activity using multimedia, especially graphic design.
Posters in particular played a very important role as an easy, effective medium for advertising.
The government appointed an illustrator the chairperson of the division and many artists
contributed to the presentation of the government’s current message on the posters.

In this

paper, I investigate each war poster to show the mechanics of propaganda in graphic medium;
the relationships between pictorial design and message, message and written words, and the
effects of illustration.

キーワード…… ポスター

プロパガンダ

CPI

第一次世界大戦

アメリカ

はじめに
アメリカ政府は第一次世界大戦参戦時に、国内外での政治的宣伝活動を行うために広報委員
会（the Committee on Public Information）を設置した。委員長に任命されたジョージ・クリール
（George Creel、1876-1953）はウィルソン大統領が選挙戦を戦う際にジャーナリストの立場か
ら協力した人物で、実業界、メディア業界、学識者、そして芸術家が広報委員会のメンバーと
して集められた。広報委員会は宣伝技術に高度な人間心理学を取り入れ、その取り組みはアメ
リカのような近代国家の国内という大きな規模で一貫した政治宣伝を行うことを可能にした。
広報委員会の中にはニュース部（the Division of News）や映画部（the Division of Films）といっ
た 19 の小部局が設けられ、それぞれの部局は戦争に関するニュースや特集記事、戦意高揚のた
めの映画の制作、敵意を煽るようなパンフレットの制作など、多様なメディアを複合した宣伝
活動に従事した。第一次世界大戦が開戦された当初アメリカは中立の立場を取っており、国内
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は平和主義的風潮に支配されていたことから、参戦政策を進めるには国民の反戦意識を転換さ
せ る 必 要 が あ っ た の で あ る 。 戦 時 国 債 の 発 行 促 進 な ど の 活 動 を 司 っ て い た 宣 伝 部 局 （ the
Advertising Division）でキーワードとされたのは「自発性（Voluntary）」であった 1) 。国民の愛
国心に訴え、自ら進んで政府に協力しようとさせるために、心理的な効果を多方面から利用し
たプロパガンダ活動が実践された。どのメディアが宣伝活動に最も有効かという議論が行われ、
クリールは「人々は印刷された文字は読まないかもしれないし、集会や映画の上映には足を運
ばないかもしれないが、街頭に貼られたポスターであれば、無関心な人の目もとらえることが
できるはずである」という考えから「最高のイラストレーターによって描かれるポスターこそ
が最も有効な広報メディアである」と結論付けた 2) 。クリールの記録（表 1）によると、広報委
員会内の小部局のひとつである絵画広報部（the Division of Pictorial Publicity）はポスターやバ
スなどの窓に貼るチラシや新聞広告などに合わせて 1,438 点を制作し、そのうちポスターは軍
部や食糧管理局、赤十字など 50 の省庁や団体・協会のために 700 点が制作された 3)。新聞や雑
誌の広告が 310 点と記録されているのに比べると 2 倍以上の数であり、いかにポスターに重点
が置かれていたのかがわかる。これらのポスターは主に国内に向けた宣伝活動のために制作さ
れており、現在でもアメリカ議会図書館のウェブサイトでこれらのポスターの多くを電子資料
として閲覧することができる 4) 。兵士や市民など様々なものを題材として描かれたイラストレ
ーションは戦時ポスターとして多色刷りで印刷され、映画や新聞などのメディアと複合して国
民の意識に訴え、参戦への理解と協力を促していった。新聞や雑誌の挿絵という存在から、一
躍国家的プロパガンダの主役に抜擢されたイラストレーションについて、ここではイメージと
メッセージという観点から検証していきたい。

1. 1910 年代のアメリカ
20 世紀初頭にはまだ電波メディアはおろか、写真でさえ情報メディアとして利用されるには
至らず、主な媒体は新聞と雑誌、そして大衆化の進み始めた映画だった。1833 年にニューヨー
クでは 1 セント新聞が売り出され、市民が定期的に購読することが可能になった。1846 年の輪
転印刷機の発明以降、印刷物の大量生産が可能となり、廉価になった新聞や雑誌は一般化が進
み、情報メディアとしての役割を持つようになっていた。特に一定量のニュース記事を定期的
に読むことのできる週刊誌が多く刊行され、中にはカラーで印刷されるものもあった。（図 1）
南北戦争を経て、アメリカは近代国家としての発達を始めた。1869 年にはアメリカ横断鉄道が
開通し、国内の物流事情が一転した。社会情勢としては産業化と都市化が進み、大衆の生活様
式が大きく変容しようとする時代だった。労働者と女性の地位向上を目指す活動が行われ、や
がて 1920 年には女性にも参政権が認められることになる。そのような時代の流れの中において
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雑誌は、単にニュース記事を集めた冊子としてだけではなく、生活や服飾の流行情報を併せて
提示する総合的媒体として、男性だけでなく女性にも広く親しまれるようになっていた。
（図 2、
3）雑誌に彩りを加える挿絵を提供するイラストレーターは、雑誌がそれまでの単色印刷からカ
ラー印刷に進化したことで一層脚光を浴び、イラストレーションはただの挿絵から雑誌の評価
を決めるまでの地位へと変化した。印刷技術の発達により 1910 年代後半には写真をポスターに
利用することも可能になっていたが、広報委員会が制作したポスターにはイラストレーション
が用いられた。雑誌が大衆の情報メディアとして一般化し、そこに掲載されるイラストレーシ
ョンが人々を魅了していたという背景を経て、政府からの要請を受けたイラストレーター協会
は戦時ポスターの制作に全面的に協力した。当時人気のあったイラストレーターのチャール
ズ・ダナ・ギブスン（Charles Dana Gibson、1867-1944）を、絵画広報部の部長として抜擢した
のはクリールだった 5) 。アメリカでは現在においても社会的貢献を行うことがステイタスとし
て認められる風潮があるが、この 20 世紀初頭においても同様で、持てる資産を国家の利益のた
めに提供し愛国心を示すことが社会的な地位を高める評価につながっていた。多くの出版社が
あり、情報発信の中心地だったニューヨークではイラストレーター協会の会員が集まり、自分
たちがアメリカの参戦にあたり、イラストレーターとして協力する術はないだろうかと検討し
ているまさにその席に、広報委員会からギブスンに対して協力を要請する電報が届けられたの
である 6) 。
広報委員会は各省庁や委員会、部局など関連機関に需要を聞き、ポスターで宣伝をしたいと
いう要望があればそれをまとめて絵画広報部に伝えた。絵画広報部は雑誌の編集者にその要望
を伝え、最も適任と思われるイラストレーターが選ばれて作品を提供した。ギブスンはイラス
トレーター達をまとめる人物としてニューヨークで定期的に会合を持ち、多くの作家が自発的
に参加した。高い技術と人気を持つ売れっ子のイラストレーターが一同に会して刺激しあうこ
とで、絵画広報部のポスターは水準が高まり、結果としてさらに多くの需要が各機関から寄せ
られるようになった 7) 。戦場画で人気を得たハワード・チャンドラー・クリスティー（Howard
Chandler Christy、1873-1952）は笑顔で海兵を励ます少女を描き、ジェームス・モンゴメリー・
フラッグ（James Montgomery Flagg、 1877-1960）はポスターの中から募兵を呼びかけるアンク
ル・サムを描いた。雑誌の中で新しいアメリカ市民像を提供したイラストレーター達は、戦時
ポスターに関わったことで、効果的な宣伝のための技術を身につけていったのである。それは、
「絵描き」としてのイラストレーターが、メッセージを伝えるためのデザインを行う「グラフ
ィックデザイナー」としての役割を求められ、それに応えた結果であった。

2. イメージとメッセージ：プロパガンダにおける表現手法
文字によるメッセージと図像イメージとの組み合わせによるポスター・メディアを用いたプ
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ロパガンダでは、文字と図像がどのように関連しているのかを分析することから、どのような
プロパガンダの手法が用いられているのかを考えることができる。ここでは、イメージとメッ
セージの関係を反復・強調、理由、結果の 3 つに分けて検証する。

［1］反復・強調
「反復・強調」とは、メッセージとイメージが同じ内容を示し、相乗して強調する関係とな
っている場合である。ポスター「HELP FILL THE WAR CHEST」（図 4）においては英語で戦争
を意味する「war」と大型の箱を意味する「chest」による「war chest」という表現が軍資金を意
味することに準えて、
「軍資金を供出しよう」というメッセージに、木箱にお金を入れる複数の
手が描かれている。箱は紙幣と硬貨で満たされ、外にこぼれおちるほどの資金が寄せられてい
る様子を示すことでメッセージの内容をイメージとして繰り返し、強調する役割を持っている。
また、
「Save the products of the Land」
（図 5）では、
「もっと魚を食べよう」というメッセージに、
水中で泳ぐ魚の姿が描かれている。戦時中の食糧政策として穀物や農産物を戦地に供給する必
要から、国内での魚の需要を訴えている。農産物や家畜は食料として利用できるようになるま
でに年月がかかるが、魚は自然にいて自給自足していることから、あまり魚を食べる習慣のな
いアメリカにおいて代替食料として着目されたと考えられる。イラストレーションの中では魚
が水草を啄ばみ、自給自足しているように描かれているのが興味深い。
「Happy Childhood」
（図
6）では、
「幸せな子供時代」というメッセージに、笑顔で楽しそうに凧揚げをして遊ぶ少女と、
その後方で輪になって遊ぶ子供達の姿を描き、
「子供達が平和に遊ぶことのできる環境」を訴え
るものとなっている。このポスターの場合もメッセージをイメージが反復し、強調する手法が
取られている。また、明るい色使いをすることで躍動感と楽しさを表現し、
「幸せ」という言葉
を色のイメージによっても反復している。
加えて、ポスターというメディア自体にも「反復」の効果がある。印刷によって大量生産さ
れるという点において、全く同じポスターがあちこちに貼られることにより、繰り返し提示さ
れるメッセージが数としての力をもって大衆に訴えかけ、多くの人がそのメッセージの考え方
を共有しているような錯覚に陥るという大衆心理を利用して、そのメッセージを受け入れさせ
るという効果を持つのである。海軍による募兵ポスターは 1 つのデザインにつき 1 万枚から多
いものでは 11 万枚が印刷されたという記録 8) から、国内全土に同じポスターが貼られ、どこに
いっても同じポスターに出会い、メッセージを繰り返し訴えられるという状況の中で、国民に
対する大規模な宣伝活動が行われていたことがわかる。

［2］理由
「理由」とは、イメージがメッセージの根拠や動機を補完する場合である。
「ENLIST」
（図 7）
は、まだアメリカが第一次大戦に参戦する以前の 1916 年に制作されたポスターであり、ドイツ
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の潜水艦に撃沈されたルシタニア号の乗客が描かれている。子供を抱いたまま沈んでいく女性
を美しくも悲劇的に描くことでドイツの行為を非道なものとして訴え、
「募兵に応じよ」という
メッセージに賛同する理由を与える効果をもたせている。
「 TELL THAT TO THE MARINES!」
（図
8）では、新聞に掲載されたドイツの非道行為に対して憤る男性が、その記事によって抱いた敵
対心を募兵に向けるように訴えている。帽子を地面に落とし、上着を脱ぎながら憤怒の情を表
す男性の足元に新聞を配し、その新聞の記事として「ドイツのやつらが女性と子ども達を殺し
た！」という文句を示すことで男性の怒りの原因と、海軍に応募する理由との両方を描いてい
る。メッセージの中の「that」という指示代名詞の内容をイメージが補完するという構成にな
っており、ポスターを見る者に対して僅かな文字で多くのことを伝え、感じさせることに成功
している。

［3］結果
「結果」とは、メッセージに示された行為がもたらす結果をイメージが示している場合であ
る。「Keep this Hand of Mercy at its work」（図 9）は赤十字活動への資金協力を訴えるために制
作されたものであるが、赤十字による慈悲の手が差し伸べられ続ければ多くの人が支えられる
というメッセージを、天から差し伸べられる腕の外側に戦火を、内側に人々とそこに降り注が
れる光というイメージを配することによって描いている。赤十字の活動に協力すればどのよう
な結果がもたらされるのかを提示するポスターとなっているのである。同様に、「LIBERTY
SOWING the SEEDS of VICTORY」
（図 10）では、アメリカの自由な精神を象徴する女神リバテ
ィが空を飛びながら蒔く勝利の種が、足元の大地に光と実りをもたらしている光景が描かれて
いる。女神の前方の未だ種が蒔かれていない地域は暗く沈んだ雰囲気で描かれているのに対し
て、女神の後方の種が蒔かれた地域には光があふれ、人々が熱心に畑を耕す姿が描かれている。
当時アメリカは食料政策の一環として戦時菜園活動を推進する委員会（National War Garden
Commission）を設置し、自給自足のための家庭菜園を奨励した。国民がこの活動に賛成し、菜
園作りに取り組むことは勝利と豊饒につながるとして、メッセージを受け入れることでどのよ
うな結果が得られるかを示している。

3. メッセージと文字表現：文字の効果
文字によるメッセージは、イラストレーターによってデザインされポスターに組み込まれて
いる。メッセージをどのような言葉で表現し、どのような書体でポスターに配置するのかとい
うことは、ポスターの解釈を方向付けるために極めて重要な作業となる。文字を主体とした印
刷物では活字が用いられるが、第一次大戦期アメリカの戦時ポスターにおいてはイラストレー
ターによる手書き文字が使用されている。文字の大きさや配色、形態と合わせて、メッセージ
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の形式についても検証する。
初期の戦時ポスターにおいて、文字はポスター全体の色調と馴染むようにデザインされたも
のが多い。
「ENLIST」
（図 7）では、ラファエル前派的な表現と落ち着いた色彩に、白く縁取ら
れた「ENLIST」の文字が書き込まれている。文字の大きさは全体のほぼ四分の一といった比重
で、背景色の深緑色と補色になる紫色が高い明度で用いられている。補色を用いるとそれぞれ
の色を調和させながら違いを対照して引き立てる効果があるが、ポスター「ENLIST」の場合で
は落ち着いた色調で全体が構成されているため、メッセージの視覚的なアピールは低い。しか
しこのポスターにおいては表現手法と沈み行く母子という主題で見る者を引き付け、ルシタニ
ア号事件を引き起こしたドイツに対する負の感情を抱かせ、アメリカがドイツと戦うこと、第
一次世界大戦に参戦することを容認させるという、文字に因らない伝播効果がある。その効果
を遮らず、最終的な目標である募兵を訴えるために、「ENLIST」の文字は穏やかな補色で書か
れているのである。
参戦が決定し、広報委員会によって大量のポスターが制作されるようになると、プロパガン
ダ・ポスターとしてのデザインが工夫され、洗練されていった。文字はイラストレーションの
添 え物 か ら 、メ ッ セ ー ジを 効 果的 に 伝 える 媒 体 と して 工 夫さ れ る よう に な っ た。 ポ スタ ー
「LIBERTY SOWING the SEEDS of VICTORY」（図 10）においては、イラストレーションと文
字が完全に独立しており、油彩絵画調に描かれた女神の姿に、絵画作品の表題のようにメッセ
ージが添えられている。イラストレーションの世界を前面に押し出しながら解釈の補助となる
メッセージを文字で余白に挿入することで、イラストレーションの躍動感を損なうことなく全
体を調和させることに成功している。一方で「Help Fill the War Chest」（図 4）において文字は
全体と調和する同系色で書かれているが、明度の差による強調や、文字の大きさを変えた配置、
主となるキャッチコピー「軍資金の箱を満たそう」とそれに付随するサブ・キャッチ「人間性
があなたに呼びかけています」という二段構成でメッセージを文字化することにより、見る者
により強く募金へのメッセージを訴える効果を持つ。このように宣伝コピーとしてのメッセー
ジの文字化が行われることにより、イラストレーションと文字との力関係に変化が生じること
になる。このキャッチコピーとサブ・キャッチという手法は「Save the products of the Land」
（図
5）においても見られ、悠然と泳ぐ魚に上下を挟まれる形で「陸の生産物を節約せよ」というキ
ャッチコピーに、その解決手段として「もっと魚を食べなさい、魚は自給自足しています」と
いうサブ・キャッチを重ねることで説得力を持たせる効果がある。ポスター「TELL THAT TO
THE MARINES!」（図 8）では、「それを海軍に伝えよ！」というキャッチコピーに対して、足
元の新聞記事の「フン族が女性と子供を殺した」という記述がサブ・キャッチになっており、
足元の新聞によって怒りの感情を覚えた男性が上着を脱いで激情を表し、そこに赤い文字で書
かれたキャッチコピーが配置されているという、画面右下から人物を通って上に物語が展開す
るような構成になっている。文字の色もまた男性の感情の激しさを表し、文字とイラストレー
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ションが相乗してメッセージを強調したポスターになっている。このような構成の能力はイラ
ストレーターによって異なり、イラストレーションを描く能力だけでなく、コピーライターと
しての技能と、メッセージを文字にデザインし、全体を統合させて配置するグラフィックデザ
イナーとしての能力が要求された。
次に、ポスターに書かれているメッセージを、文の形式に着目して考察する。ポスターでは
見る者に対して何かを訴える必要があるため、「呼びかけ」の形で言葉が書かれることが多い。
その「呼びかけ」を、命令・疑問・会話の形式に分けて、効果の違いを検証したい。

［1］命令
「命令」とは、メッセージが見るものに対して命令する文体となっている場合である。募兵
や募債など、見る者に具体的な行動を要求するポスターに多く用いられ、メッセージとポスタ
ーの内容が直結していてわかりやすいのが特徴である。「Save the products of the Land」（図 5）
の「陸の生産物を節約せよ」や「Keep this Hand of Mercy at its work」（図 9）の「この慈悲の手
を差し伸べさせ続けよ」、
「TELL THAT TO THE MARINES!」
（図 8）の「それを海軍に伝えよ！」
など命令の形で書かれているメッセージは多くのポスターで見られ、この時期の戦時ポスター
におけるメッセージ形式では主流となっている。直接的な分アピール力は強く、誤解のないメ
ッセージを伝えることができるが、その反面で見る者に命令するという形式のため、メッセー
ジの内容を強制して高圧的な印象を与えてしまうことになり、見る側の自発性を促すことがで
きるかどうかという点においては、後の「疑問」や「会話」の形式の法が効果的である。

［2］疑問
「疑問」とは、メッセージが疑問文の形で提示され、見る者に何らかの回答を要求する場合
である。命令と疑問の形式は、いずれもポスターと見る者の間に関係を生じさせるという特徴
がある。通常街頭でポスターを目にする際は通りすがりに何気なく目にする程度で、印象に残
る程度は比較的低いが、ポスターの中から命令され、問いかけられる場合にはそのポスターと
は無関係ではいられなくなる。見る者を強制的にポスターの世界に誘導し、何らかの反応をせ
ざるを得ない状況に置く効果がある。「ENLIST」（図 11）では、星条旗をはためかせ日差しの
中を行進する軍隊を、日陰になっている室内の窓辺から見つめる正装の男性を描き、
「 募兵せよ」
というキャッチコピーに「あなたはどちら側？」というサブ・キャッチを付けている。安全な
建物の中で何もせずにいることに疑問を持たせ、更には罪悪感までも持たせる効果がある。自
分の考え方や行動の是非を問うこのようなメッセージ形式は、見る者を少なからず動揺させ、
不安要素を与えることにもなる。戦時ポスターにおいて疑問の形式を用いることは、政府の求
める行動を自発的に行わせるためのきっかけとなっている。募兵や募債などの具体的な成果に
直結する場合は多くないのかもしれないが、少なくとも提示されたメッセージの内容について
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考える機会を持たせる効果があるといえる。そしてこのような自ら考える行為が、ポスターの
前を離れてからも、見た者の意識の中で反復されて強く印象に残り、そのメッセージを深く伝
えることを可能にしているのである。

［3］会話
「会話」とは、メッセージがポスター上の人物の発する台詞のように提示されるもので、そ
れが政府からのメッセージであるにもかかわらず、あたかもポスター中の人物が述べているよ
うに錯覚させる効果がある。「GEE!

I WISH I WERE A MAN」（図 12）では、水兵の制服を着

た少女がはつらつとした笑顔で「ちぇっ！男だったら海軍に入るのに」と話している。このポ
スターでは手書き風の文字が使われており、少女の台詞らしい素朴な雰囲気で親近感を持たせ
ている。ポスター「I summon you to Comradeship in the Red Cross」（図 13）には「あなたを赤十
字の同志として召喚します」というメッセージが、星条旗を衣装にあしらった看護士風の若い
女性によって呼びかけられているかのように上半身付近に書き込まれ、背景には遠く米国連邦
議会議事堂の建物が描かれている。若い女性の姿に擬人化された赤十字が勧誘の言葉を述べる
ことで、直接参加を要請するのではなく、見る者に相手の言葉を聞いて判断する過程を与え、
強制ではなく自発的な行動としての参加を求めることができる。国家の象徴である建物や星条
旗を一緒に描くことで、女性の主張には政府の後ろ盾があることを示唆し、女性の呼びかけに
応えることは愛国心を示すことになると思わせる効果がある。「BOYS and GIRLS!

You can

Help your Uncle Sam Win the War」
（図 14）では子供達と親しく話すアンクル・サムの姿を描き、
子供を対象に戦時郵便貯金切手の購入を呼びかけている。
「 あなたのサムおじさんが戦争に勝つ
のに役立ちます」と語らせることで、戦争という現実を身近な老人の問題に置き換え、国債を
購入するのではなく、サムおじさんのためにお小遣いから募金をしようという感覚を持たせる
ことに成功している。このように政府のメッセージを国民に対して象徴的な人物に語らせるこ
とで、信頼のおける知人から説明を受ける時のような説得力を持たせることができる。同様に
「I WANT YOU FOR U.S. NAVY」
（図 15）においても、
「私は君を必要としている」という台詞
を、見る者をポスターの中から指さす形で言わせることで、まずは見る者に強い衝撃を、次に
問題を自分のこととしてとらえて考えるきっかけを与える。
ポスターに書かれる文字について考察する際、どの言語によって書かれているのかを考える
ことも必要である。第一次大戦期におけるアメリカのポスターのほとんどは国内での宣伝活動
のために制作されたが、中には英語以外の言語でメッセージが書かれているものがある。それ
らは国内の、英語ではない言語を使用している人達を対象として作られたと考えられる。ポス
ター「FOOD WILL WIN THE WAR」（図 16）に関して、全く同じイラストレーションに、同じ
メッセージがヘブライ文字で書かれているものがある。（図 17）このポスターには新天地を求
めたヨーロッパからの移民がニューヨークの港に到着した場面が描かれ、大きな虹の下に光り
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輝く自由の女神の像が配置されている。画面の三分の一を占める文字部分には「食料が勝利を
もたらします。あなた方は自由を求めてここに来ました。次は自由を守るために協力しなけれ
ばなりません。」というメッセージが書かれている。アメリカ社会において多くの割合を占める
移民に対してはどのような宣伝が効果的かということが考えられ、同じポスターを別の言語で
作るという手法が採られたのだろう。内容は「自由」をキーワードに節約への協力を呼びかけ
るものとなっており、戦争によって自由が奪われようとしているのだと警告し、自由を求めて
アメリカに来た移民の初志に訴えるものとなっている。イディッシュ語はユダヤ人が用いるも
ので、表記にはユダヤ教の文字であるヘブライ文字が使われる。ヨーロッパからの移民の中に
はユダヤ系の人々も多く、彼らに対して食糧節約への協力を訴えるためにイディッシュ語で表
記されているのである。特定の言語を用いることで、メッセージを訴える対象を明確化するこ
とができ、同時にその言語の持つ文化的背景にも訴えることができる。移民の経歴をもつ市民
の民族意識に訴え、メッセージに同意させようという狙いがあると考えられる。

4. プロパガンダとイラストレーション：イラストレーションの手法と効果
ポスターに写真ではなくイラストレーションが用いられたのは、単に印刷技術上の問題から
ではないということは、イギリスやドイツ、フランス、ロシアなど他国においても、またその
後の第二次世界大戦においてもイラストレーションが用いられていることが示している。イラ
ストレーションがポスターに使用される理由として、イラストレーションの持つ想像性を挙げ
ることができる。ファインダーで切り取られたリアルな現実を提示する写真とは異なり、意図
的に組み合され、誇張されたイメージを描くことのできるイラストレーションは、プロパガン
ダを目的とするポスターにおいては写真よりも有効であると考えることができる。悲劇的な場
面の一部を描くことで同情を誘い、戦争の相手を人ではなく野獣として描くことで憎悪と敵意
を持たせ、頼もしいアンクル・サムに募債を語りかけさせる。参戦を正当化し、戦争への協力
を愛国心にすり替え、賛同しない者には罪悪感を持たせる。このような効果をもたらすのに最
も有効な手段として、イラストレーションは利用されたのである。ここでは、このようなイラ
ストレーションの持つ効果を、実際のポスターを参照しながら検証したい。

［1］誇張
「誇張」とは、イメージを実際よりも誇張して描く手法で、ある要素を強調して伝えること
でメッセージを訴える効果がある。ポスター「Beat Back the HUNS with LIBERTY BONDS」（図
18）のように、中には見る者に偏見を持たせる効果を狙っているものもある。ポスターのイラ
ストレーションでドイツ兵を不気味な野獣のように描き、無彩色によって陰湿な感覚を抱かせ、
武器の銃剣と指先に生々しく血を付着させている。残虐な行為を行ったばかりのドイツ兵が、
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すでに自分のすぐそばまで来て様子を伺っているのだと訴える図像の持つ緊迫感は、ポスター
を見る者に不快感を与え、戦争の相手に対して「憎んで当然」という印象を持たせる効果があ
る。「DON’T TALK」
（図 19）では敵国のスパイを蜘蛛に見立て、部屋の片隅に潜んで会話を盗
み聞きしているものとして描くことで、スパイの存在を警告するだけでなく、不敵な表情を浮
かべた頭部から直接足の生えたイラストレーションに対して抱く嫌悪感が、そのままスパイ、
あるいは戦争の相手である敵のイメージとして与えられる。敵を自分達と同じ人間ではなく、
討伐されて当然の存在であると思わせることで戦闘行為を正当化する効果をもっているのであ
る。
誇張におけるもう一つの表現手法として、物体の一部分だけを誇張して描くことで、機能を
限定させてメッセージを強調する効果を持たせることができる。ポスター「Keep this Hand of
Mercy at its work」
（図 9）では画面全体に赤十字のマークが入った白衣に包まれた腕を描き、
「救
いの手」を具体的なイメージとして具象化することでメッセージとイメージを融合させ、手の
持つ「救うもの」、「手当てを施すもの」というイメージを重ね合わせて見る者に重要性を訴え
る手法となっている。またイラストレーションにおいて腕を内に緩やかに湾曲させ、穏やかに
包み込むように描くことで包容力をアピールし、黄色やオレンジ色の光を背景に描き込むこと
で暖かさまでも感じさせることを可能にしている。
さらに、ポスター自体を大きくすることにも誇張の効果がある。広報委員会の絵画広報部で
は、戦時国債募集のために幅約 27 メートル、高さ 7 メートルという大看板を制作し、財務省分
局に設置したという記録がある 9) 。ポスターを巨大化させることで見る者に与える衝撃は強く
なり、人々の目に触れる可能性や頻度も高くなる。その上こうした政府による宣伝活動を目的
として制作される大看板は珍しいことから人々の話題となるなどの過程も経て、メッセージは
無意識のうちに繰り返され浸透することになるのである。

［2］再構成
「再構成」とは、現実的には不可能な場面を描く手法を意味し、イメージ同士をつなぎ合わ
せることで新しいイメージを生み出す効果を持つ。政府が戦意高揚のために制作した映画の宣
伝のために作られたポスター「UNDER FOUR FLAGS」
（図 20）では、図内左からイタリア、ア
メリカ、フランス、イギリスの兵士が荒野を踏み越えてこちらに向かってくる様子が描かれて
いる。兵士たちの背後には戦火が迫り、緊迫感溢れる描写となっているが、もちろんこれは実
際の戦闘の一場面を切り取ったものではない。連合として協力して戦う国を兵士の姿を借りて
描いているのであり、それぞれの国が兵士として象徴され、その兵士たちが共に戦うことで国
と国の連携が勝利につながることを訴えているのである。「JOIN THE NAVY」（図 21）では、
魚雷に乗る海軍兵の姿が描かれている。当然のことながら魚雷に乗ることは不可能である。そ
れが、まるでカウボーイのように片手を上げ、意気揚々と水面を走る姿からは、これから攻撃
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に向かう魚雷の勢いと破壊の可能性、自分の体よりも大きい魚雷を意のままに操り導く海軍兵
というイメージが生み出され、鮮やかな色彩とも相乗して頼もしささえ感じさせる効果がある。

［3］イメージ化
「イメージ化」とは、国家や自由といった目に見える形を持たないものに姿を与える手法で、
見る者に共通したイメージを与え、抽象的な概念を具象化して認識させる効果がある。迫る戦
火に気付かないまま眠っているリバティの姿を描いた「WAKE UP, AMERICA!」（図 22）では、
自由な国家としてのアメリカを象徴する女神リバティが、眠る女性の姿として描かれ、それは
国家だけでなく、危機に気付かずに行動を起こさない国民の姿をも象徴している。「I WANT
YOU FOR U.S. NAVY」（図 15）では、同じくアメリカ国家あるいは政府を象徴するアンクル・
サムがこちら側を指差し、
「君が必要だ」と訴えることで、ポスターを見る者が直接政府から指
名を受けているような印象を与える。それぞれリバティは魅力的な若い女性の姿に、アンクル・
サムは頼もしい老人の姿に描くことで、守るべき存在としてのイメージや、威厳のある、尊重
し従うだけの説得力があるイメージを付与することに成功している。また、敵の姿を描いたポ
スターにおいても、漠然とした存在である戦争の相手に野獣の姿を与えることで憎むべき存在
としてのイメージを与え、見る者に偏った考え方を持たせる効果がある。
この「イメージ化」の手法は擬人化するだけでなく、その概念を象徴するものを利用する場
合がある。
「 ENLIST」
（ 図 11）に描かれている星条旗や「Happy Childhood」
（ 図 6）および「I summon
you to Comradeship in the Red Cross」
（図 13）に描かれている赤十字のマークはその顕著な例で、
それぞれ合衆国と赤十字のイメージを象徴している。ポスター「JOIN THE NAVY」（図 21）で
水兵が乗っている魚雷は、水しぶきを上げて進む様子が描かれ、魚雷の持っている破壊兵器と
しての威力と合わせて海軍が持つ躍進のイメージを具体化している。
また、イメージ化の別の例として、写真を利用したポスターを紹介したい。これまで述べた
とおり当時のポスターの主流はイラストレーションだったが、中には写真が用いられているも
のもある。
「The SIGNAL CORPS TRAINS MEN FOR TELEGRAPH TELEPHONE RADIO」
（図 23）
では、世界各地に配置された通信隊の基地の図に加えて、通信隊がどのような訓練や業務に携
わっているのかを 5 枚の写真で伝えている。当時の最先端技術であった無線通信を行う隊員を
募集するにあたり、印刷の先端技術としてポスターに写真を取り入れ、目新しさと最先端技術
としての通信のイメージを結び付け、相乗的な宣伝効果を狙ったものである。
さらに、イラストレーションにおいて「誰が描いたか」ということは、写真を「誰が撮った
か」ということ以上に大きな影響力がある。イラストレーションの画風や筆遣い、配色には作
家の個性が強く表れ、見る者に「○○が描いたポスター」という情報をメッセージとは別に提
供する。その作家が有名で人気があるほど、メッセージには作家による権威が大きく与えられ、
作家が政府の考えに同調し、見る者へも賛同を求めて説得する効果を持つのである。それは大
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衆がすでに持っているイラストレーターのイメージを利用する行為であり、イラストレーター
の生み出してきた過去の作品をも利用する行為である。政府の広報委員会が人気のイラストレ
ーターを委員長に起用したのは、まさにこの効果を狙ったからである。政府の読みは的中し、
ポスターを中心とした政治的宣伝活動の結果として国民は大いに愛国心を駆り立てられ、自発
的に参戦に同意し、募債や募兵の呼びかけに応じたのだった。

おわりに
プロパガンダ・ポスターについて、イラストレーションという観点から検証してきたが、表
現手法と効果については、それぞれを組み合わせて考えることが必要である。「I WANT YOU
FOR U.S. NAVY」
（図 15）においては、
「君が必要だ」というメッセージを、そのメッセージを
反復してこちらを指差すアンクル・サムのイメージが強調する手法となっており、アンクル・
サムとしてイメージ化されたアメリカ政府が威厳をもって直接見る者に訴えていると感じさせ
る効果をもつ。「DON’T TALK」
（図 19）では、「会話に注意せよ、スパイが盗み聞きしている」
というメッセージに、蜘蛛の姿で描かれたスパイのイメージを添えることで、どこに潜んでい
るかわからない狡猾さと不気味さを感じさせる効果をもつ。このように、表現手法や効果につ
いては個々の要素が単独で機能するのではなく、複合的に、相乗的に機能することで、ポスタ
ーを見る者に対して制作者の意図に添う解釈をさせ、制作者によって偏向されたイメージを与
えることが可能になっているのである。
第二次世界大戦期になるとプロパガンダ活動のマルチメディア化が進み、ラジオやテレビと
いった新しい媒体が利用されたが、ポスターが全く利用されなくなったわけではない。放送メ
ディアのような即時性はないが、あらゆる場所で一定期間そこに留まって無差別にメッセージ
を伝えるという特有の機能がポスターにはあり、これが現代においてもポスターが宣伝媒体と
して利用され続けている理由である。
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表1
米国赤十字（ワシントン・ニューヨーク）
戦時郵便貯金切手
自由国債（第３次）
自由国債（第４次）
船舶局
米国図書館協会
軍隊生活奉仕団
軍需品部
野営演習活動
食糧管理局
燃料管理局
農務省
戦争省
厚生省
キリスト教青年会
キリスト教青年会女性部
通信隊
航空通信隊
映画部局
愛国社会委員会
ターナー建設会社
米国少年予備兵
国防委員会
西部新聞組合
戦争損害保険
広報委員会
宣伝部局
弾薬隊
母の日
チェーンストア
フランス食糧援助
労働省
内務省
米国戦車隊
救世軍
宝飾品基金
ボーイスカウト
ユダヤ人福祉
負傷兵商務
鉄道管理局
車両隊
サザンパイン協議会
近隣連合協会
主事局
国際武器信管会社
フランス革命記念日
海兵隊
５番街協会
米国詩人委員会
連邦食品局
負傷兵機能回復所
デューイ・レクリェーション協会
イタリア戦争作品
市長委員会
官報
蓄音機募兵記録
コネティカット防衛協議会
ペルハム海軍基地
連合戦争作品運動

絵画広報部による業績一覧

ポスター

車窓広告

新聞広告

風刺画

その他 10)

100
50
3
100
100
7
101
18
10
50
25
11
11
14
6
6
4
1
33
----5
----2
4
11
2
2
2
3
6
2
1
5
1
3
5
6
8
1
1
--1
1
3
5
2
2
----1
--1
1
3
1
--5

25
50
10
------2
1
1
15
10
----6
--------------1
1
-------------------------------------------------------------------------

100
25
15
25
--43
3
15
3
10
------3
7
7
3
2
4
3
--2
--2
2
6
10
----------1
------9
1
2
------1
------------3
2
------------1
---

50
50
----8
----1
10
50
23
1
--------15
------20
7
----1
5
3
------------------------------------14
--------2
--1
----25
--1
---

--------1
--1
4
------1
1
--------1
1
2
----3
------1
----------1
------1
--------------------------1
-----------------

287

19

700
122
310
1,438 点（うち、官公庁の要請によるものは 58 点）

合計
総計

（出典）George Creel, How We Advertised America., Harper & Brothers, reprinted by Arno Press Inc., New

York, 1972

p.137-138

出典に掲載されている２表を一つにまとめたもの。表中の日本語表記は筆者による。
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図版

図 1「COLLIER’S WEEKLY」

図 2「WOMAN’S WORLD」

図 3「MOTOR」

図 4「HELP FILL THE WAR

図 5「Save the products of the

図 6「Happy Childhood」

CHEST」

Land」

図 7「ENLIST」

図 8 「 TELL THAT TO THE

図 9「Keep This Hand of Mercy

MARINES!」

at its work」
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図 10「LIBERTY SOWING the

図 11「ENLIST」

図 12「 GEE!!

I WISH I WERE

A MAN」

SEEDS of VICTORY」

図 13 「 I Summon you to

図 14「BOYS and GIRLS!

図 15「I WANT YOU FOR U.S.

Comradeship in the Red Cross」

You can Help your Uncle Sam

ARMY」

Win the War」

図 16「FOOD WILL WIN THE

図 17「FOOD WILL WIN THE

図 18「Beat Back the HUN with

WAR」

WAR」

LIBERTY BONDS」
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図 19「DON’T TALK」

図 20「UNDER FOUR FLAGS」

図 21「JOIN THE NAVY」

図 22「WAKE UP, AMERICA!」 図 23「 The SIGNAL CORPS
TRAINS

MEN

TELEGRAPH

FOR

TELEPHONE

RADIO」

図版出典
図 1「COLLIER’S WEEKLY」1918 年頃 Penrhyn Stanlaws 作（雑誌「Collier’s Weekly」表紙）
図 2「WOMAN’S WORLD」1915 年 Will Grefé 作（雑誌「Woman’s World」1915 年 9 月号表紙）
図 3「MOTOR」1924 年 Howard Chandler Christy 作（雑誌「Motor」1924 年 2 月号表紙）
図 4「HELP FILL THE WAR CHEST」1917 年 作者不詳（募債）
図 5「Save the products of the Land」1917 年 Charles Livingston Bull 作（食糧）
図 6「Happy Childhood」1919 年 Anna Milo Upjohn 作（赤十字）
図 7「ENLIST」1915 年 Fred Spear 作（募兵）
図 8「TELL THAT TO THE MARINES!」1918 年頃 James Montgomery Flagg 作（募兵）
図 9「Keep This Hand of Mercy at its work」1918 年 作者不詳（赤十字）
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図 10「LIBERTY SOWING the SEEDS of VICTORY」1917 年 Frank Vincent DuMond 作（食糧）
図 11「ENLIST」1917 年頃 Laura Brey 作（募兵）
図 12「GEE!!

I WISH I WERE A MAN」1917 年 Howard Chandler Christy 作（募兵）

図 13「I summon you to Comradeship in the Red Cross」1918 年 Harrison Fisher 作（赤十字）
図 14「BOYS and GIRLS!

You can Help your Uncle Sam Win the War」1917 年 James Montgomery Flagg 作

（募債）
図 15「I WANT YOU FOR U.S. NAVY」1917 年 James Montgomery Flagg 作（募兵）
図 16「FOOD WILL WIN THE WAR」1917 年 Charles Edward Chambers 作（節約）［英語版］
図 17「FOOD WILL WIN THE WAR」1917 年 Charles Edward Chambers 作（節約）［ヘブライ語版］
図 18「Beat Back the HUN with LIBERTY BONDS」1918 年 Frederick Strothmann 作（募債）
図 19「DON’T TALK」1918 年頃 作者不詳（戦意高揚）
図 20「UNDER FOUR FLAGS」1918 年 Philip Martiny 作（戦意高揚）
図 21「JOIN THE NAVY」1917 年 Richard Fayerweather Babcock 作（募兵）
図 22「WAKE UP, AMERICA!」1917 年 James Montgomery Flagg 作（戦意高揚）
図 23「The SIGNAL CORPS TRAINS MEN FOR TELEGRAPH TELEPHONE RADIO」1919 年
Harry S. Mueller 作（募兵）

図はすべてアメリカ議会図書館の印刷・写真部門オンラインカタログ
［http://www.loc.gov/］より転載した。
また、本文中の図版に付随するタイトルは便宜上のもので、筆者による。

＜注＞
George Creel, How We Advertised America, Harper & Brothers, reprinted by Arno Press Inc., New York, 1972,
p.156. 「It was in the first days of war enthusiasm, however, and there was a definite repugnance to any
suggestion that savored of profit. “Voluntary” was the magic word, and even though it took five dollars to
secure the gift of a dime, there was a glamour about the donation that blinded every one to the economic waste.」
との記述がある。
2) Creel, p.133「Even in the rush of the first days, when we were calling writers and speakers and photographers
into service, I had the conviction that the poster must play a great part in the fight for public opinion. The
printed word might not be read, people might not choose to attend meetings or to watch motion pictures, but the
billboard was something that caught even the most indifferent eye. The old-style poster, turned out by
commercial artists as part of advertising routine, was miles away from our need, however. The current
Washington idea that imagined art as a sort of slot-machine was a mistake that had to be rectified. What we
wanted---what we had to have---was posters that represented the best work of the best artists---posters into which
the masters of the pen and brush had poured heart and soul as well as genius.」との記述による。
3) Creel, p.137-138. 詳細は表 1 として掲載した。
4) 2005 年 9 月 15 日現在、1910 年から 1920 年に発行された戦争に関するポスターのうち、「War Posters
American 1910 1920 pos.」と分類されているものが 376 点ある。他に「American Red Cross 1910 1920 pos.」
として 39 点、「United States Food Administration 1910 1920 pos.」として 15 点（それぞれ前掲分類と重複
するものもある）など、カテゴリー別に分類されており、広報委員会が関わったものがすべて「War
Posters」として分類されているのではない。

1)
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Creel, p.134.および Walton Rawls, Wake up, America!; World War I and the American Poster., Abbeville Press,
1988p.149-150. 後者にはイラストレーター協会所属のイラストレーターが行っていた活動について詳
細な記述がある。
6) Creel, p.139. ギブスンからの手紙として掲載されている「It always struck me as more than fortunate that
your telegram on the night of April 17, 1917, should have reached me when and where it did. It was at a dinner
at the Hotel Majestic, the first gathering of artists after the declaration of war. We were there to offer our
services to the country, but were in some doubt as to the method of procedure. We were sparring for an opening.
Some of the speeches were about half over and some of them threatened to get us off the track, when just at the
psychological moment your telegram was handed to me and we had a focusing-point. If it had all been
prearranged it could not have happened better.」との記述による。
7) Creel, p.134-136. 「Headquarters were opened in New York, and within a month the organization had enlisted
the great artists of America, and was working with speed and precision. H.Devitt Welsh of Philadelphia came to
the office of the Committee in Washington to serve as “contact man”. He went to the heads of all the
war-making branches of government, telling them of the mobilization of the artists, and obtaining from each
department its list of poster needs. This list was then sent to Mr. Gibson in New York, who made the
assignments as would the art manager of a magazine, picking the artists best fitted for the particular need. The
work, when finished, was hurried to Washington, and after approval was followed through the printing by
experts.」との記述による。
8) 朝日新聞社編「大戦と各国のポスター」（『大戦ポスター集』朝日新聞社、1921）p.80-82
アメリカやヨーロッパの戦時ポスター170 点を図版で収録し、戦時ポスターに関する論文や感想などが掲
載されている。引用した「大戦と各国のポスター」のみ著者名が掲載されていない。
9) Creel, p.138. 「Lieut. Henry Reuterdahl and N.C. Wyeth worked on a painting ninety feet long, twenty-five
feet high, which was placed at the Subtreasury Building for the Third Liberty Loan. Lieutenant Reuterdahl
made also three paintings, each over twenty feet, for the publicity of the Fourth Liberty Loan in Washington,
D.C.」とある。
10) 記章やボタン、旗など。原表には“Seals, buttons, banners, etc.”とある。

5)

主指導教員（佐々木充教授）、副指導教員（井村哲郎教授・戸田光彦教授）
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